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課題

・保育改善（遊びに必要な環境構成

や再構成、幼児の興味関心、葛藤場

面の取り上げなど）

・一人一人の発達に応じた給食指導

の考え方の共有

・「みんなと違っていてもいい」学

級の雰囲気やこどもを尊重する保育

の実践。

・様々な個性を尊重する保育実践に

おける担任一人対応の難しさ。

・配慮を要する幼児の保育と質の関

係。

学校関係者の提言

・コロナ禍であっても方法を工夫して積極的に教育活動を展開すること

ができている。

・教員としての業務と家庭生活の両方を成り立たせてゆける業務改善に

取り組んでいかなければならない。

・町の施政方針にもある「魅力ある幼稚園教育」の推進のために更なる

人的配置が必要であることを要求していかなければならない。

・職員からの意見にもありましたが、行事も意味がありますが負担に

なってはマイナスになる可能性もあります。

・『課題』にもあるように精選して職員も子ども達もじっくりと取り組

める形にしていただきたい。

・「保護者参加行事」はとても良いと思う。（参加が少ない懸念もあ

る）

・保護者から感謝の言葉があふれかえっていたが、一部の意見として厳

しいものもありコロナ禍が終息すれば改善できるものがあるのではと感

じた。保護者の参加が増えることで園との距離が縮まると期待する。

・保育参観は背を向けて作業するので保護者は子どもの表情も何をして

いるかもわからない。普段の様子を見られるオープン参観と親にみても

らうことを少し意識した内容の参観（親子制作）があると良いのではな

いか。

・書画カメラを使って手元を見せる工夫が素晴らしい。投影された映像

（画像）を見ながらの活動も幼小連携につながるし、UD（ユニバーサル

デザイン）です。

・いろいろな保育の場面でイラストなど説明をされなくてもすぐにわか

る工夫がされており、合理的配慮がなされていると感じた。

・こども同士で納得できる解決をと望む声もあったが、先生が見守るこ

とで子ども達の色々な心の成長が生まれると思う。それも大切なことだ

と思う。先生方はそれができており、子ども達から信頼されていること

が伝わる。

・「みんなちがってみんないい」は理想だけれど実践は大変だと思いま

す。「インクルーシブ教育」について初めて少し調べてみました。グ

レーゾーンの子どもが増えていること。人事ではないような気がしま

す。

・園は給食を食べる様子もしっかりと見てもらったと思う。自分たちで

育てたものを食べる食育は本当に良い体験だと思う。嫌いな食べ物でも

育てたものなら食べられるきっかけになるため、助かっている保護者も

多いはず。

・個々を大切にする姿勢をとても感じる。ただ、一つのことをみんなで

作り上げていく過程では並々ならぬ苦労があると思う。それを子ども達

が感じとれているから周りの友人への配慮ができているのだと感じま

す。人権教育につながっていると思う。

改善の方策

・今後も「け」「あ」「き」の姿勢

で支え合う職場の雰囲気作りを継続

していく。

・インクルーシブな視点で保育を見

直す。（教育目標・教育課程・保育

内容・行事の在り方等）

強みや弱みを再発見しながら園運営

に生かす。

・保護者参加可能行事を増やし、園

の取組や幼児活動を知ってもらう機

会を持つ。

・担任業務の見直し。（園務分掌の

分散・複数人対応）

・「け」「あ」「き」の姿勢で支え

合う職場の雰囲気作りができた。

・分散しながら参観日を数日確保し

たり、大きな制限なく行事も実施し

てきたことで、保護者にも教育目標

の理解をしてもらうことができてい

る。

・感染症など状況に応じて、幼児に

育みたい力を踏まえた教育内容の提

案、実施ができた。

・教育目標に基づいた行事の精選と

保育内容の見直し。

・保護者アンケートからコロナ禍に

おいての保護者の期待する教育活動

が園とのずれがあるように感じた。

（アンケート結果）

・担任一人の学級経営の難しさ担任

的なサポートの必要性（特に子育て

世代職員）

成果

・ボランティアの協力による絵本の貸し

出しと読み聞かせなどの教育活動を年間

通して、着実に行うことができた。絵本

の読み聞かせを楽しみにする幼児が多

い。

・プロジェクター・書画カメラなどの視

覚機器を活用した保育を実践することで

「わかる・できる・できた」を実感する

幼児が増え、自らやってみたいと頑張る

姿につながった。

・感染症の状況を踏まえながら、調理活

動を工夫したり、地域で収穫体験を依頼

したり、お箸に注目した活動を行ったり

と食育の新たな教育活動の提案・実施を

行うことができた。

・合理的配慮を行いながら、一人一人が

自己発揮できる学級づくりに努めた。

基本的生活習慣の定着を図る適切な指導を行って

いる。

必要に応じてプロジェクター等を活用した保育を

行っている。

幼児理解を深め、児の特性や発達課題を把握し、

良さや可能性を引き出す指導の工夫と改善を行っ

ている。

「け」心も体も健康に「あ」子どもにも同僚にも

ありがとうと気遣える「き」隙間を埋める協力の

姿勢をもち、幼稚園運営がなされている。

幼児理解に努め、教師と幼児の信頼関係を築いて

いる。

感染症の拡大防止対策マニュアルに基づき状況に

応じて適切に判断し行事や保育や行事の対応を

行っている。

教育目標「こころもからだも健やかにたくましく

生活する幼児の育成」に即して教育活動に取り組

んでいる。

園務分掌が適切に有効に機能している。

・ゆとりを持った行事計画を実現

し、遊びを中心とした保育を充実さ

せる。幼児と教師がゆったりとかか

わる時間を確保する中で、幼児観

察・遊びをみとる目や内面理解を深

める目を養う。

・他園や他市の公開保育に参加

・しなければならないことから楽し

むことができる日常へ教師の意識改

革。

・個々の要求を理解し、子どもが安

心して、自分を発揮できる保育の転

換。合理的配慮の出発点を大切にす

る。

2

幼児の心身の発達と幼稚園及び地域の実態に即応

した適切な教育課程を編成している。

評価項目

発達を考慮した給食指導を行っている。

葛藤やトラブルを乗り越える体験や機会を逃さず

幼児同士で伝え合う援助を行っている。

互いに認め合う励まし合う関係を育てている。

教

育

課

程

保

育

指

導

絵本の読み聞かせや貸し出しを計画的に実施し、

豊かな言葉を育む活動を行っている。

教職員の人権感覚を高め、適切に保育を行ってい

る。

幼児の興味や関心を高める保育活動を行ってい

る。

幼

稚

園

運

営

/

経

営

教育活動が組織的に行われている。

1

職員会議、園内研修、園内委員会等が計画的に行

われている。

教育目標を踏まえた幼稚園行事が適切に行われ、

有意義な活動となっている。
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・交通安全週間時など、バスに同乗して

チラシを配布など、川西警察や交通安全

指導員のアドレスをもらいながら具体化

を検討

・学期ごとの大掃除だけでなく、日常的

に自分の身の回りを清潔にする時間の確

保（金曜日に整理など）

・幼児期におけるLGBTQについて、全体

での話やトイレの使い方、着替えの場面

など、幼児の心に寄り添う必要な環境を

整える。

成果 課題

・幼児期において、体づくりの重要性を

全職員が理解し、活動に取り入れたい気

持ちが強い。継続的に実施することで幼

児の体感を始め感覚統合の効果や成果を

感じる。

・夏季休業中など実技研修（リズムジャ

ンプ・リズム運動）に積極的に参加し、

自己研鑽に努めている。

・音楽会前の音楽実技職員研修は子ども

の立場に立って、考える機会となり、取

り組みに行かされている。

・一人一人の発達に応じた対応を行う職

員の意識が高い。

・全職員で幼児理解を進めていく姿勢が

ある。

・積極的に保護者への働きかけを行い、

関係機関と必要に応じて連携を図りなが

ら幼児理解を深めることができた。

・支援員の配置に至っていない幼児の適

切なサポートについて、全職員がかかわ

りながら行うことができた。

・体づくり（リズム運動・リズムジャン

プ）への取組の重要性を感じつつも保育

時間の確保が困難な状況。

・体づくりは限られた保育時間（4時間

程度）の中で継続して取り組んでいくこ

とや複数の職員がいないと成り立たない

活動であることの困難さがあり、思うよ

うに実施につながっていない。

・園内の研究を深める場が不足してい

る。（研究保育・協議・他園の保育参観

など）

・こども理解を深めるため、適切な対応

につなげるための職員間での情報共有と

協議の工夫が必要。

・職によって勤務時間が違うため、情報

共有を行うための時間の確保と情報の引

継ぎの工夫

・支援が先行していないか。幼児の心の

配慮など人権的観点から教育活動を行っ

ているか。

整理整頓・清掃を行い幼稚園教育現場にふさわし

い清潔な環境を整えている。

・教育プログラム実施のために必要な教員の数を明らかにしていくこと

と足りないことで実施をあきらめている活動について、町教委と共通理

解していく必要がある。

・日頃の遊びの中で身体の成長に役立てる方法があるはず。滑り台を下

から登ることで自然に足や手の力が鍛えられる。

・リズムジャンプなどかかとの刺激で骨の成長へとつながる。他園の様

子は参考になることも多いはず。逆に猪名川幼稚園の保育も誇れること

があるので見ていただきたい。

・参観でリズム運動を見学したが、思っていたよりハードだった印象。

園児は笑顔で楽しそうだった。

・体力づくりの取組に力を入れていて感謝です。人手が足りない中での

録音や映像化などのPCなども取り入れたパッケージ化は素晴らしいと思

う。先生の負担が軽減される取り組みをお願いしたい。

・小学校では情報交流の会にスクールカウンセラーやSSWを招いてケー

ス会議のような形で行っている。町教委へ専門家の派遣を依頼してはど

うか。

・特別支援教育を公立幼稚園の強みとしてアピールしていけると思う。

・積極的な交流を今後も行いながら共に子どもの理解を深め、早期対応

と移行支援についても学び合えたら嬉しい。

・園長先生を始め、先生方の取り組む意識が高いと思う。素晴らしい。

このまま発達に応じた保育の継続をお願いしたい。評判が良いので増々

支援が必要な幼児さんが増えると思う。

・人数確保は今後も課題。

・先生方との引継ぎの時間など、工夫していると思う。ただ、要支援児

に関しては保護者との状況の共有がとても必要かと思います。その機会

が増える得策があればと望みます。

・幼児期から性教育やLGBTQについて取り組まれていることは大

変すばらしいと思う。小学校とのカリキュラム連携を図っていき

たい。

・LGBTの取組も工夫されているのがわかりました。就学直前で

なく、早めの共通理解を図って子どもが安心して就学できるよう

に協力していきたいです。

・LGBTなどこの年代の子ども達に理解できる指導をされている

と思う。

・食育指導に力を入れてもらい感謝。「地産地消」の話から猪名

川町の特別な郷土愛を感じてもらえると嬉しい。

・警察の方が来て交通指導していただけたのはとても安心感が

あった。

・先生たちが掃除をしているのを実際にみて、園児が自発的に一

緒にしようという気持ちができていた。

・清掃はどの教育現場でも問題になっていると思う。地域の人た

ちの協力が必要。

学校関係者の提言

・ピアノ伴奏の録音や学期ごとの一連の

動きの撮影を行い、少ない職員で保育が

できるようパッケージ化にする。

・保育時間の流れの変更。（体づくりを

朝一番に行う。）

・リズムジャンプなど、講師を招聘し、

幼児とともに職員の学ぶ場を設ける。

・研究内容を絞り、テーマを具体化して

いき、実践、振り返りを行う。

・保育終了後に振り返りが可能となるよ

う、勤務開始時間の変更

・職員朝礼の時間を活用

・月１回全職員での２０分程度の幼児交

流を継続

・全職員で幼児にかかわっていく体制を

継続していく

・巡回相談（学期に１回）で気になる全

ての幼児を相談できるわけではない。教

職員の特別支援教育における継続的な学

びが必要。

・適切な配慮の前に幼児理解を深め心に

寄り添う感性を磨く。

改善の方策

・川西警察や交通安全指導員の協力で降

園時おける安全指導等細やかに実施する

ことで、園児や徒歩通園保護者の安全意

識の向上につながっている。

・幼児期において防火、防犯、交通安全

など各機関と連携を図りながら定期的に

繰り返し実施していくことで自分で身を

守る大切さなどの意識が高まっている。

・プール指導の前に自分を大切にするプ

ライベートゾーンについて話をする場を

設けるた。機会があるごとにプライベー

トゾーンの言葉を用いて、伝えることが

でき、幼児にも言葉が浸透してきてい

る。また、保護者にも園で考えるLGBTQ

について発信することができた。

・交通安全指導について、バス通園の保

護者への啓発が不足している。（バス停

までの歩道の歩き方やバスを降りた後の

横断など）

・整理整頓、清掃など清潔な教育環境に

ついて、幼児は意識できているか。

・心と体を大切にする指導を継続してい

く。

評価項目

安

全

指

導

　

　

防

犯

・

防

災

・

交

通

保

健

/

食

育

指

導

/

施

設

管

理

交通指導が適切に行われている。

5

保健指導や食育指導を適宜実施している。

手洗い指導等、基本的な感染症の予防対策を子ど

もが自ら行えるよう努めている。

緊急時の対応（防犯・防災）について、マニュア

ルを把握し適切に行われている。

遊具・用具等の安全な使い方を指導している。

研

修

/

研

究

一人一人の発達の特性を踏まえて適切な指導と必

要な支援の在り方を検討している。

幼児の健康状態を把握し、適切に保護者に発信・

共有が行われている。

3

友達と遊ぶ楽しさを感じる環境を工夫している。

（心と体を存分に開放する、想像力や思考力、表

現力が広がる）

特

別

支

援

教

育

4

「個別の指導計画」や「個別の教育支援計画」の

作成などを適宜行い、課題を明確にし全ての職員

で共有化を図っている。

研修会に積極的に参加し、資質向上に努めてい

る。

研修での学びを報告し、職員間で共有している。

体の発達を促す活動（リズム運動・リズムジャン

プ・戸外での運動）が計画的・積極的に行われて

いる。

学期ごとに評価と検証を適切に行っている。

安全点検、安全確保が適切に行われている。

保護者と連携を図りながら発達課題や指導の共有

化を図っている。

巡回相談などの関係機関と適宜連携を図りながら

必要な支援につなげている。

特別支援教育コーディネーターを中心に組織的に

取り組んでいる。
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評価項目 成果 課題 改善の方策 学校関係者の提言

・通園バス利用保護者との見える関係の

構築が必要。（通園バスに週１回職員も

同乗していく。また、連絡メモの返信を

行う）

・コミュニティスクールの中でも検討を

行い、地域とともに教育活動を行う。

（初年度は環境整備を検討）

・引き続きホームページを有効に活用し

ていく。また、新たにインターネットを

活用した写真販売サービス（リコーそだ

ちえ）を導入し、保護者への新しい情報

発信を行う。

・小学校との連携は、めあて・ねらいを

明確にし、可能な限り年度当初に年間の

計画を提案していく。

・「幼保小の架け橋プログラム」の研修

参加

・地域の子育てグループの活動場所とし

ての提供。

・決まった曜日の午前中に園庭を開放す

るなど、いつでも行ける場所と定着する

工夫を行う。

・猪名川町こども課との連携（子育て支

援センター、保健センター、保育園）→

いながわキッズフェスティバルへの参加

・預かり保育指導員との年度当初の打ち

合わせ会の実施

・記録ノートを（主幹・副主幹）が行

い、職朝で情報共有を行う。

・一時預かり保育の取り組み方の具体案

の検討を行う。

・HPの活用は常に園の様子を知らせるだけでなく、教育方針を日頃の実

践を通して保護者・地域住民に理解していただくのに良い媒体であると

思う。

・通う範囲が広域になっているので、発信力を高める意味でHP連動を幼

小で行って、互いの行事や活動を閲覧できるようにするのもいいです。

・HPでの情報発信は保護者への「安心」の「要」になっていると思う。

更新も大変かと思うが継続をお願いしたい。

・簡単な内容でもHP等で日々の保育内容や園児の様子をこまめに発信す

ることで来園機会の少ない保護者とも情報共有できるのではないか。

・ホームページ、写真（ネット上）の取扱いは一度保護者にしっかり伝

える時間を設けても良いのではと思う。（川西警察よりネットの怖さを

伝えていただく講習会など）

・幼稚園から小学校へしっかり情報交換をされており、素晴らしいと感

じた。もっとアピールすべき面である。

・保護者を園行事、保育支援者として引き入れていくことは大変意義の

ある活動であると思う。

・先日の会合で小中学校の先生方との熱心なお話を伺い、感心しまし

た。公立園の強みだと思います。

・小学校との交流はこの学校に通うという実感ができて良い。これから

も続けてほしい。

・地域の子育てグループへの活動場所の提供は、情報共有

の場にもなり、また、学校運営協議会への協力者を求めて

いく場としても有効であると思う。

・地域の子育て支援にも視界を広げているのがいいです。

・園庭開放は子育て世代の方にはありがたいと思う。保護

者のみならず保健師さんに相談できる場となれば（◎）気

軽に話せる顔見知りができる場となればと思う。ちょっと

した悩みなど安心して子どもを遊ばせている間に会話でき

る等、仲間づくりの場となればと期待する。

・地域の子ども達（未就園児）が遊びに来てくれる環境は

素晴らしいと思う。周知（自治会や行政広報）手段を利用

してもらえたらと思う。

・町立幼稚園でも一時預かり保育がある事は知りませんで

した。もっと宣伝をすれば入園希望者が増えるかもしれま

せん。

・食育活動の内容や預かりの利用に対する保護者の満足度

が高いので未就園児の保護者にもっと知ってもらえるよう

な情報発信も期待する。

・子育て支援活動（いなぼう広場）に参

加の幼児が入園につながっている。年間

を通しての活動内容の工夫や対応の成果

ととらえる。

・年間を通して、概ね全園児が預かり保

育を利用している。

・園児にとってはクラスや学年の枠を超

えたつながりができる。

・保護者にとっては、自分の有意義な時

間の確保となり、前向きに子育てに迎え

る気持ちの切り替えの時間にもなったよ

うだ。また、仕事を始めるきっかけにも

なっている。

・勤務調整や取り組み方について安定し

てきている。

・次年度は3歳児以下を対象にした活動

内容の検討が必要。

・広報の周知方法（現在：チラシ配布や

メール送信、関係施設でのポスター掲

示）

・月１～２回の子育て活動はなじみの場

所となりにくい。1～２回のチャンスを

逃すといけない場となる。

・預かり保育指導員と幼児や保育内容等

の情報の共有化

・預かり保育での課題を職員と情報共有

する（現在：記録ノート記入）

・安全に過ごす保育の流れ

・ホームページを活用し日常の保育内容

を発信することで、教育活動への理解や

保護者の安心につながっている。

・めあてを明確にした小学校連携を継続

的に行えている。小学校訪問や交流は就

学への期待を高められる大変有意義な活

動となっている。また、引継ぎにおいて

も大変丁寧に対応いただいているため、

新1年生親子の安心につながっている。

・PTAを中心に親子で楽しむ活動（ゲー

ム屋さん、忍者屋敷）を実施することが

できた。

・通園バスの保護者は園に対して連携の

不足を強く感じている。

・通園バスの保護者は、気軽に園に質問

する環境でないことから、園は発行する

通信内容から情報を読み解く必要性を強

く感じている。手紙の内容の不明瞭さに

対する不安が大きい。

・次年度は町内2園体制となる。保育園

を含めた同年齢とのつながりが持てる機

会を検討していく。

・育てたい力を共有していく小学校連携

を継続的に行う。
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子
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活

動

未就園児親子が安心して楽しく遊ぶ活動や場所を

積極的に提供している。

※未就園児親子活動「いなぼう広場」

毎月１～２回実施

10：00～11：00

保育時間終了後に預かり保育が適切に行われてい

る。

※一時預かり保育「なかよしクラブ」

保・幼・小・中との連携がねらいをもって計画的

に交流している。

通信・ホームページ・メール配信等、教育活動を

積極的に発信している。

地
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/
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護

者
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携
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